
ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 45384 BROWN Rebecca ｵｰｽﾄﾗﾘ Australia
2 307486 小池 百合乃 学連 慶応義塾大学
3 308020 前田 茉里乃 長野 松商学園高等学校
4 307385 中澤 真緒 三重 森川建設SC
5 307898 新村 莉音 学連 日本大学
6 307813 前田 知沙樹 学連 松本大学
7 307728 関 光里 学連 関西学院大学
8 308146 平井 若菜 群馬 前橋商業高校
9 307679 佐藤 春香 学連 日本大学

10 306987 岡本 乃絵 秋田 田沢湖ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
11 307936 大嶋 柚 学連 慶応義塾大学
12 307762 吉川 佳菜 学連 慶応義塾大学
13 307782 田村 みのり 学連 慶応義塾大学
14 307808 秦 麗ら 学連 日本体育大学
15 307523 小俣 優香 学連 日本体育大学
16 308040 渋井 理那 栃木 足利大附属高校
17 307743 堀田 璃苑 学連 中央大学
18 307968 石渡 実香 学連 青山学院大学
19 307834 長澤 美季 学連 東京理科大学
20 308093 金井 鈴花 新潟 八海高校
21 308236 鈴木 英 栃木 足利大附属高校
22 307892 大池 唯華 学連 神奈川大学
23 308209 牧野 桃 新潟 八海高校
24 308109 飯野 まひろ 長野 飯山高校
25 308021 今井 優理 長野 佐久長聖高校
26 307576 川合 麻梨紗 学連 武庫川女子大学
27 308072 宮島 優佳 千葉 拓大紅陵高校
28 308041 久々江 涼花 栃木 足利大附属高校
29 307846 鵜澤 小夏 学連 日本体育大学
30 307720 神保 茉美 学連 法政大学
31 308114 大野 彩佳 長野 中野立志館高校
32 307939 熊木 嶺 学連 大東文化大学
33 308144 坂東 楓 長野 文化学園長野高校
34 307885 齊藤 桃香 学連 東北福祉大学
35 307865 坂口 未祐 学連 武庫川女子大学
36 308238 干川 美空 栃木 足利大附属高校
37 307711 伊東 桃花 学連 関西学院大学
38 307882 秋葉 幸歩 学連 東北福祉大学
39 308111 佐藤 梨花 長野 飯山高校
40 308106 渡邉 愛来 長野 長野吉田高校
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

41 306917 佐渡 仁美 広島 ﾋﾟｽﾃSC
42 308089 小堺 真希 富山 富山第一高校
43 307874 長谷川 朱理 学連 神奈川大学
44 308253 渡邊 倭 埼玉 わせがく高校
45 307545 寺門 咲歩 学連 筑波大学
46 308108 太田 怜花 長野 長野日本大学中学高校
47 308071 千葉 奈津美 千葉 日本体育大学柏高校
48 307724 酒井 晶子 学連 武庫川女子大学
49 307713 佐鳥 真菜 学連 松本大学
50 308025 上村 さくら 長野 白馬高校
51 308027 増田 杏奈 長野 飯山高校
52 308135 大川 瑚夏 東京 日本大学第二高校
53 308081 加藤 未悠 埼玉 西武台高校
54 307868 村田 良花 学連 武庫川女子大学
55 308246 西田 れいあ 東京 中央大学附属高校
56 308212 外山 可乃 長野 中野立志館高校
57 308207 齋藤 きらり 東京 日本大学第二高校
58 308136 中俣 美咲 東京 日本大学第二高校
59 308175 古徳 遥 千葉 聖徳大学附属女子高校
60 306652 上野 小緒里 徳島 愛SC
61 135017 LEE Wen-Yi 台湾 台湾
62 308211 川原 穂乃果 長野 長野吉田高校
63 308249 福岡 真子 東京 早稲田実業高校
64 308214 小嶋 咲良 長野 飯山高校
65 308215 吉野 恵実 長野 飯山高校
66 308210 川原 素代果 長野 長野吉田高校
67 308248 岩渕 宇希 長野 大町岳陽高校
68 308247 五十嵐 百美 長野 大町岳陽高校
69 308206 齊藤 瑚子 東京 成城学園高校
70 308220 清水 鈴香 大阪 金蘭会高校
71 308185 宮本 理央 富山 富山第一高校
72 308101 清水 愛香 学連 龍谷大学
73 308254 荻野 奈々子 東京 成蹊高校
74 308163 荻野 咲子 東京 成蹊高校
75 308272 武富 零央 東京 聖心女子学院高等科
76 308219 清水 聖香 大阪 賢明学院中学高等学校
77 308179 髙階 桜子 学連 秋田大学競技ｽｷｰ部
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